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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期第3四半期 14,246 ― 51 ― △296 ― △5,568 ―

20年10月期第3四半期 22,703 3.4 370 △51.4 △29 ― △3,343 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年10月期第3四半期 △31.64 ―

20年10月期第3四半期 △92.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年10月期第3四半期 27,526 18,202 66.1 103.43
20年10月期 41,246 23,782 57.7 135.12

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  18,202百万円 20年10月期  23,782百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年10月期 ― 0.00 ―

21年10月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,200 △31.7 △400 ― △900 ― △6,000 ― △34.09
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、4ページ「定性的情報・財務情報等 4.その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1．上記の予想は多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により上記の予想とは異なる場合があります。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第3四半期 37,805,664株 20年10月期  37,805,664株

② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  1,807,230株 20年10月期  1,793,592株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第3四半期 36,005,285株 20年10月期第3四半期 36,023,379株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発して景気の悪化が進行
し、企業収益と設備投資に一部回復の兆しがみられますが、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費も低
迷するなど、景気の先行きは不透明のまま推移いたしました。 
 宝飾品業界におきましては、個人消費の急激な冷え込み、業界内での競争激化等により、業績低迷を余
儀なくされ、その環境は非常に厳しいものとなりました。 
 このような状況のもと、当社グループは、新経営陣のもと、事業構造の改革と収益力の回復のため、大
幅な人員削減の実施、養殖場の閉鎖等による生産体制の適正化を図りました。併せて、財務体質の更なる
改善のため、引き続き、在庫内容の適正化と遊休資産の売却によるキャッシュ・フローの改善に取組みま
した。 
 また、当年５月より抜本的な組織改革を実行し、新体制のもとに商品開発・供給及び販売戦略の見直し
を着実に推進いたしました。 
 売上面におきましては、小売部門が市場の冷え込みにより販売は低迷し、卸部門は合理化戦略を実施し
たこと等により、売上高は大きく減少いたしました。また、海外子会社におきましても、グローバルな景
気後退の影響は避けられず、一部子会社の事業縮小もあり同様に減少いたしました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は142億46百万円となりました。 
 利益面では、小売部門の売上原価率の改善に注力し、併せて販売費及び一般管理費の徹底的な合理化削
減に継続して取組み、費用削減の成果を上げました。 
 営業損益は、売上の大幅な減少による減益がありましたが、売上原価率の改善取組みの成果とコスト低
減効果もあり、当第３四半期連結累計期間においては51百万円の利益となりました。 
 経常損益は、支払利息２億48百万円、為替差損73百万円等の発生もあり、２億96百万円の損失となりま
した。 
 特別損益におきましては、特別利益に固定資産売却益（子会社との土地売買にかかる未実現利益の実現
額等）５億35百万円、特別損失に固定資産除売却損３億21百万円、養殖部門等の閉鎖・縮小に伴う事業場
閉鎖損失39億63百万円、遊休資産の減損損失13億47百万円等を計上したことにより、税金等調整前四半期
純利益は57億71百万円の損失となりました。 
 以上の結果、四半期純利益は、税効果会計を加味し、55億68百万円の損失（前年同期は33億43百万円の
損失）となりました。 
 なお、前年同期は参考として記載しております。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ137億20百万円減少し、275億26百
万円となりました。これは、主に経営構造改革の一環として実施した事業場閉鎖等による棚卸資産の減
少56億37百万円、及び減損損失等による有形固定資産の減少42億33百万円によるものであります。 
 一方、負債は、有利子負債の減少50億98百万円、退職給付引当金の減少22億25百万円及び未払金の減
少７億92百万円等により、前連結会計年度末と比べ81億40百万円減少し93億23百万円となりました。 
 また、純資産は、利益剰余金の減少55億15百万円等により、前連結会計年度末と比べ55億79百万円減
少し182億２百万円となりました。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失57億71百万円に、棚卸資産の
減少額55億98百万円、減損損失13億47百万円、減価償却費２億79百万円等を加え、退職給付引当金の減
少額22億25百万円等を差引き、８億30百万円の増加（前年同期は45億52百万円の増加）となりました。
 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の売却による収入20億71百万円、投資有価
証券の売却による収入１億72百万円等により、22億50百万円の増加（前年同期は23億31百万円の増加）
となりました。 
 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出50億98百万円等により、53
億62百万円の減少（前年同期は75億１百万円の減少）となりました。 
 この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ23億13百万円減少
し、51億90百万円となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今般、当社グループは、新経営陣発足をもって、企業価値向上を目指し、順次、経営改善施策を進めて
おります。 
 宝飾品市場を取り巻く環境は極めて厳しく、景気好転の兆しが見られない中で、選択と集中を徹底して
おります。 
 なお、当期の通期業績予想につきましては、平成21年６月９日に公表いたしました連結業績予想から変
更はございません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

継続企業の前提に関する重要事象等につきましては、10ページ「5. 四半期連結財務諸表 (4) 継続
企業の前提に関する注記」に記載しております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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5. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,807,073 8,228,487

受取手形及び売掛金 1,727,329 2,186,855

商品及び製品 9,311,639 12,268,776

半製品 246,891 346,818

原材料 911,110 851,736

仕掛品 640,445 3,279,864

繰延税金資産 18,641 18,809

その他 1,107,202 1,453,896

貸倒引当金 △77,451 △57,197

流動資産合計 19,692,883 28,578,048

固定資産   

有形固定資産 5,265,763 9,499,316

無形固定資産 75,162 143,569

投資その他の資産 2,492,402 3,025,872

固定資産合計 7,833,328 12,668,759

資産合計 27,526,212 41,246,808
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 421,139 182,369

1年内返済予定の長期借入金 368,250 －

未払法人税等 109,847 81,489

賞与引当金 56,345 144,459

その他 954,226 1,693,870

流動負債合計 1,909,808 2,102,188

固定負債   

長期借入金 4,063,305 9,529,908

退職給付引当金 2,829,539 5,054,749

繰延税金負債 78,682 20,375

再評価に係る繰延税金負債 433,107 741,445

その他 9,096 15,619

固定負債合計 7,413,730 15,362,098

負債合計 9,323,538 17,464,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,164,948 20,164,948

資本剰余金 19,710,964 19,711,568

利益剰余金 △21,302,505 △15,787,343

自己株式 △791,246 △790,887

株主資本合計 17,782,161 23,298,285

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 604,366 657,208

為替換算調整勘定 △183,854 △172,973

評価・換算差額等合計 420,512 484,234

純資産合計 18,202,673 23,782,520

負債純資産合計 27,526,212 41,246,808
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(2) 四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 14,246,750

売上原価 6,651,195

売上総利益 7,595,555

販売費及び一般管理費 7,544,496

営業利益 51,058

営業外収益  

受取利息 18,065

雑収入 41,222

営業外収益合計 59,287

営業外費用  

支払利息 248,999

為替差損 73,860

雑損失 84,106

営業外費用合計 406,966

経常損失（△） △296,620

特別利益  

固定資産売却益 535,785

貸倒引当金戻入額 4,150

投資有価証券売却益 20,170

特別利益合計 560,105

特別損失  

固定資産除売却損 321,554

リース解約損 228,982

減損損失 1,347,726

事業場閉鎖損失 3,963,581

事業構造改善費用 45,957

その他 126,804

特別損失合計 6,034,606

税金等調整前四半期純損失（△） △5,771,120

法人税、住民税及び事業税 68,533

法人税等還付税額 △17,926

法人税等調整額 △253,724

法人税等合計 △203,116

四半期純損失（△） △5,568,004
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（第３四半期連結会計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 4,329,700

売上原価 1,966,953

売上総利益 2,362,747

販売費及び一般管理費 2,307,910

営業利益 54,837

営業外収益  

受取利息 4,585

為替差益 18,341

雑収入 10,362

営業外収益合計 33,289

営業外費用  

支払利息 69,283

雑損失 10,284

営業外費用合計 79,567

経常利益 8,559

特別利益  

固定資産売却益 112

貸倒引当金戻入額 9,939

特別利益合計 10,052

特別損失  

固定資産除売却損 7,775

リース解約損 228,982

事業場閉鎖損失 16,577

減損損失 58,731

その他 5,427

特別損失合計 317,493

税金等調整前四半期純損失（△） △298,881

法人税、住民税及び事業税 10,952

法人税等調整額 △5,098

法人税等合計 5,853

四半期純損失（△） △304,735
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △5,771,120

減価償却費 279,217

減損損失 1,347,726

事業場閉鎖損失 1,330,888

事業構造改善費用 407,658

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,225,209

受取利息及び受取配当金 △18,236

支払利息 248,999

為替差損益（△は益） 64,417

投資有価証券売却損益（△は益） △20,170

固定資産除売却損益（△は益） △214,230

リース解約損 228,982

売上債権の増減額（△は増加） 437,137

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,598,082

仕入債務の増減額（△は減少） 252,420

その他 △28,380

小計 1,830,188

利息及び配当金の受取額 13,425

利息の支払額 △221,288

法人税等の還付額 17,926

法人税等の支払額 △123,522

事業場閉鎖損失に伴う支出 △279,049

事業構造改善に伴う支出 △407,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 830,020

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △38,118

定期預金の払戻による収入 162,544

有形固定資産の取得による支出 △197,480

有形固定資産の売却による収入 2,071,569

投資有価証券の売却による収入 172,756

その他 78,744

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,250,014

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,098,353

その他 △264,114

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,362,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,297,888

現金及び現金同等物の期首残高 7,488,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,190,980
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは、過去４連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において四半期(当期)純損失を
計上しております。特に、前連結会計年度は、売上原価の上昇や構造改革に伴う棚卸資産評価損の計上
等により、また、当第３四半期連結累計期間は、構造改革に伴う希望退職者の募集と養殖場等の事業所
の閉鎖による費用の計上等により、大幅な四半期(当期)純損失となりました。 
 このため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、前連結会計年度において、70億円の増資、及び、これによる取引銀行とのリファイ
ナンスの完了により、財務制限条項への抵触は回避され、手許流動性等の資金面は大きく改善されまし
た。 
 また、当該状況を解消すべく取締役・代表執行役社長田島寿一を始めとする新経営陣の下、中期経営
計画を策定し、ブランド価値刷新・向上を強力に推進し、併せて、適正な人員規模への転換等、構造改
革に取り組み、業績の早期回復と企業価値の増大に向けて邁進してまいります。 
 しかしながら、今後も市況の更なる厳しさが予想される環境にあり、引き続き販売力の早期回復、商
品力向上、及び、販売費及び一般管理費の削減を強力に推進いたしますが、収益力の回復と利益の確保
並びに資金面について、現時点では重要な不確実性が認められます。 
 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四
半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 事業区分の主な内容 

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

小売事業 
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,797,853 5,448,897 14,246,750 ― 14,246,750

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 98,268 98,268 (98,268) ―

計 8,797,853 5,547,165 14,345,019 (98,268) 14,246,750

営業利益 856,488 345,946 1,202,434 (1,151,376) 51,058
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占め

る各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

［所在地別セグメント情報］

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

12,811,880 1,268,249 166,620 14,246,750 ― 14,246,750

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

345,206 493,364 5,226 843,798 (843,798) ―

計 13,157,087 1,761,613 171,847 15,090,548 (843,798) 14,246,750

   営業利益又は 
   営業損失(△)

1,113,537 151,325 △100,520 1,164,343 (1,113,284) 51,058

［海外売上高］

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,914,355

Ⅱ 連結売上高(千円) 14,246,750

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.44

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間(平成19年11月１日～平成20年７月31日) 

「参考資料」

科目

前年同四半期
(平成20年10月期 
第３四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 22,703,918

Ⅱ 売上原価 12,833,051

  売上総利益 9,870,867

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,500,456

  営業利益 370,410

Ⅳ 営業外収益 139,439

Ⅴ 営業外費用 539,592

  経常損失(△) △29,742

Ⅵ 特別利益 695,945

Ⅶ 特別損失 790,143

  税金等調整前四半期純損失(△) △123,939

  法人税、住民税及び事業税 50,129

  法人税等調整額 3,169,830

  少数株主利益 50

  四半期純損失(△) △3,343,950
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間(平成19年11月１日～平成20年７月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年11月１日
至 平成20年７月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失(△) △123,939

   減価償却費 448,462

   投資有価証券売却益 △246,076

   固定資産売却益 △2,551

   固定資産除売却損 48,348

   減損損失 584,105

   貸倒引当金の減少額 △85,826

   退職給付引当金の増減額 △116,201

   役員退職慰労引当金の増減額 △390,040

   支払利息 349,917

   売上債権の減少額 1,336,233

   棚卸資産の減少額 3,351,110

   仕入債務の増減額 290,795

   その他 431,906

     小計 5,876,244

   利息及び配当金の受取額 31,376

   利息の支払額 △256,053

   法人税等の支払額 △1,098,850

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,552,717

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入・払戻による純増減額 1,775,187

   投資有価証券の取得による支出 △86

   投資有価証券の売却による収入 827,595

   有形固定資産の取得による支出 △308,471

   有形固定資産の売却による収入 152,793

   その他 △115,536

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,331,481

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 △4,521,185

   長期借入による収入 1,500,000

   長期借入金の返済による支出 △2,834,000

   社債の満期償還による支出 △1,500,000

   配当金の支払額 △144,105

   その他 △2,252

  財務活動によるキャッシュ・フロー △7,501,543

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,816

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △642,161

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,002,675

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,360,514
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(3) セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間(平成19年11月１日～平成20年７月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(平成19年11月１日～平成20年７月31日) 

前年同四半期は所在地別セグメント情報を作成していないため、記載しておりません。 

  

前第３四半期連結累計期間(平成19年11月１日～平成20年７月31日) 

前年同四半期は海外売上高を作成していないため、記載しておりません。 

  

[事業の種類別セグメント情報]

小売事業 
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

売上高 11,961,727 10,853,502 22,815,230 (111,312) 22,703,918

営業費用 10,689,729 10,177,424 20,867,154 1,466,353 22,333,507

営業利益 1,271,998 676,077 1,948,076 (1,577,665) 370,410

[所在地別セグメント情報]

[海外売上高]
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(重要な後発事象) 

当社は、平成21年８月17日開催の当社取締役会において、当社執行役及び従業員に対し、ストックオプ
ションとして新株予約権を割り当てることを決議し、平成21年９月１日に新株予約権を割り当ていたしま
した。なお、当社取締役及び執行役に対してストックオプションとして発行する新株予約権につきまして
は、報酬委員会の審議に基づき、取締役会で決議しております。 
 なお、当社は平成21年１月23日の定時株主総会において、新株予約権の募集事項決定の当社取締役会の
委任につき、株主の皆様のご承認をいただいておりますが、「新株予約権の行使により株式を発行する場
合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(会社法第236条第１項第５号)の明記を欠きま
したため、念のため、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく取締役会決議を行ったものでありま
す。 

  

(1) 発行した新株予約権の数 

6,930個 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

普通株式 6,930,000株 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償 

(4) 新株予約権の行使時の払込金額 

１株当たり 60円 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の１株当たり発行価格及び資本組入額 

発行価格 60円    資本組入額 30円 

(6) 新株予約権の行使期間 

平成23年３月１日から平成31年２月末日まで 

(7) 新株予約権の発行価額の総額 

415,800千円 

(8) 当連結会計年度以降における費用計上予定総額及び科目名 

販売費及び一般管理費 566,815千円 

6. その他の情報
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